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ニューロフィードバック法は，特定脳領域の活動を被験者

（a）

脳活動の操作

（d）

フィードバック

にフィードバックし，被験者自身による脳活動の操作をうな
がすことによって，その領域に対応した認知機能の増進や補
綴を誘導するアプローチを指す．ニューロフィードバック法
はここ 10 年の間に急速に発達し１），うつの治療２），慢性疼痛の
軽減３），パーキンソン病患者の手指運動機能の改善４）など，医
療への応用が模索されてきた．しかし，従来のニューロフィー
ドバック法による脳活動の制御は，特定領域の活動の増減と

時間
（b）

（ｃ）

いった比較的粗い範囲にとどまっており，活動の増減と機能

脳情報
復号器

の関係が必ずしも明確でない点，特定領域の細かな活動パ

ターゲット
パターンとの
類似度

ターンの制御が難しい点などが課題として挙げられていた．
ターゲット領域における
測定された活動パターン

最近われわれは，従来のニューロフィードバック法の持つ
方法論的限界を超えるために，デコー デ ィ ッ ド ニ ュ ー ロ

DecNef システム

フィードバック（Decoded Neurofeedback，DecNef）法５）と呼
ばれる手法を開発した．DecNef 法は，測定された脳活動パ

Fig. 1

被験者に提示される画面．

ターンをもとに，機械学習アルゴリズムによって被験者の脳
から情報を読み出し，その情報をリアルタイムで被験者に
フィードバックするための方法である．
DecNef 法によって特

脳情報復号器に入力され，現在の脳活動パターンがターゲッ

定の脳領域（ターゲット領域）の活動を特定のパターン（ター

トパターンにどれだけ近いかを示す類似度が計算される

ゲットパターン）
に誘導することで，被験者の知覚や行動に変

（Fig. 1c）
．この類似度が，緑の丸の大きさとして被験者に

化がみとめられれば，DecNef 法にもちいた脳領域の活動が，

フィードバックされる（Fig. 1d）
．被験者は，脳活動パターン

対応する知覚や認知，行動の変化をひきおこすことが示され

の誘導によって，緑の丸をできるだけ大きくすることを求め

る．

られる．脳活動パターン誘導の間，被験者が手足や眼を動かす

DecNef 法をもちいた実験は，主に
（1）
脳情報復号器作成，

ことはなく，緑の丸以外の感覚刺激が被験者に与えられるこ

（2）脳活動パターン誘導，
（3）プレおよびポストテストの 3

ともない．この実験を一定期間くりかえすことで，被験者は自

つの段階から成る．
（1）脳情報復号器作成段階では，まず，機

己の脳活動をターゲットパターンに近づけることを学習す

能的磁気共鳴画像法（functional Magnetic Resonance Imag-

る．

ing， fMRI）
などの非侵襲脳活動イメージング手法によって，

（3）プレおよびポストテスト段階は（2）脳活動パターン誘

特定の知覚や認知，行動にともなう被験者の脳活動パターン

導段階の前後でおこなわれ，
DecNef 法をもちいた訓練によっ

を測定する．次に，DecNef 法にもちいるターゲット領域を決

て，実際に被験者の知覚や認知，行動が変化するかが検討され

定し，そのターゲット領域における目標となる活動パターン

る．典型的には，プレテストとポストテストで同一の課題をお

（ターゲットパターン）を計算する．最後に，機械学習アルゴ

こない，その結果を比較することで，課題に対する DecNef

リズム６）によって，任意の脳活動パターンとターゲットパター

訓練の影響をしらべる．ターゲットパターンの誘導に応じた

ンの間の類似度を定量化するための脳情報復号器を作成す

変化がみられれば，ターゲット領域は，対応する知覚や認知，

る．

行動の変化に因果的にかかわることがわかる．

（2）
脳活動パターン誘導段階では，被験者はターゲット領域

DecNef 法の応用として，
われわれは視覚学習の神経機構を

の活動を操作し，ターゲットパターンの誘導をおこなう
（Fig.

しらべた５）．この研究では，脳の初期視覚野をターゲット領域

1a）
．測定された脳活動パターン（Fig. 1b）は（1）で作成した

とし，被験者が特定の方位を持つ縞模様をみているときの脳
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間の機能的結合の可塑的変化の誘導に成功している１０）．われ
判別感度

われのグループは，現在この方法を複数脳領域間の機能的結
合のパターンに拡張し，精神疾患治療のための新たな枠組み
の開発を進めている．将来，認知行動療法や薬物療法に加え，
精神疾患治療における第三の方法として，
DecNef 法をもちい
プレ
テスト

初期視覚野における
特定方位に対応する
パターンのくりかえし

ポスト
テスト

たニューロフィードバック療法が使用されるようになるかも
しれない．
※本論文に関連し，開示すべき COI 状態にある企業，組織，団体
はいずれも有りません．
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Abstract

A new neuroscientific approach using decoded neurofeedback (DecNef)
Kazuhisa Shibata
Brain Information Communication Research Laboratory Group,
Advanced Telecommunication Research Institute International

Neurofeedback is defined as a method to read out information from the brain and feed the information back
to the brain. This technology has developed in the past ten years and attracted considerable attention as potential
treatments for rehabilitation and psychiatric disease. We recently invented the decoded neurofeedback (DecNef)
method, a new neurofeedback technique using functional magnetic resonance imaging. With DecNef, subjects
were trained to regulate their brain activation pattern in a specific area and lead the pattern to a target state. We
found that the DecNef training for several days leads to perceptual improvement that corresponds to the induced
target state. DecNef enables us to test cause-and-effect relationships between neural activation in a target brain
area and changes in perception, cognition, and behavior. In this sense, this method can be a powerful tool in cognitive and systems neuroscience. In addition, the concept of DecNef, leading a neural activation pattern to a specific
state, can be applied for a variety of fields including engineering and medical treatment.
(Clin Neurol 2012;52:1185-1187)
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